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　久しぶりにここの山椒ヤキメシが食べたくて『ム
ツヤ』に行ってきました。店内はカウンター6席とテ
ーブル席2席って感じで、昭和の雰囲気がまだま
だ残っています。お店で大人気の『山椒ヤキメシ』
530円をお願いしました。自家製ちりめん山椒を
入れて作ったヤキメシで、出てきた瞬間から「美味
しいやろっ」て山椒の香りがします。では一口！ウ
ルトラメチャ旨い！ちりめんじゃこの旨みが口の中
いっぱいに広がった後に山椒の香りが鼻にぬけ
て、これは中毒性がある
んですよね～～。是非
一度、食べてみてくださ
い。1本とられますよ。

取材協力

山椒ヤキメシ530円　ムツヤまき380円vol.36

茨木市大池1-14-28
営／11時～22時
火曜定休
P１台あり
☎072-634-4833

ムツヤ
● オムライス・・・・・・・・・・・・・・500円
● 豚天・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・550円
● シャリアピンステーキ・・・900円
● 納豆オムレツ・・・・・・・・・・・500円

MENU

『ムツヤまき』380円
は出し巻卵の中に、
餃子の具を入れて
焼くムツヤ巻。卵の
旨みと餃子の餡の
旨みが口の中いっ
ぱいに広がります。
ウルトラメチャ旨い！

！！

♪ 北摂を中心として美味しい
店を食べ歩いている人気の
有名グルメブロガー。

ブログは
「プーさんの満腹日記」
で検索

このコーナーは、美味しい店を知り尽くすグルメブロガー
「プーさん」からの、おすすめグルメ情報を紹介していきます。
ブログもチェックしてみてください。
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　「勉強しなさいと言っても聞かない・・・」など、家
庭内指導で悩みをお持ちのお母さまは多いもの。
同塾では、子どもの「やる気」を促す学習指導と
環境に気を使っているのが特徴。学年にかかわら
ず、“先取り•さかのぼり”を個々の状況にあわせて
カリキュラム化しており、学習教室では集中してい
る自習生が私語一つなく勉強している。授業のな
い日でも宿題をしに来ている塾生も多く、お母さん
は「家で勉強しないのならセルモ行って宿題して
きなさい！」の一言だけで悩みの負担が軽くなるの
もうれしい。「クラブで忙しい」「体調が優れない」
なども、授業時間が自由に選べる100%振替制
で対応してくれる。まずは気軽に問合せてみて。

「うちの子家では全然勉強しない・・・」
そんな悩みをお持ちの保護者必見

個別指導
茨木市学園南

セルモ茨木学園南教室
茨木市学園南8-2
学園前バス停東側すぐ
受／10時～21時

2072-646-6988
http://www.selmo-ibarakigm.com/

通常授業料
小学生（60分）
中学生（90分）

1教科（週1回）
6,480円
9,720円

2教科（週2回）
12,960円
19,440円

特典

小学生早割 1,000円引き

中3受験パック
●週3回5教科コース（各回90分）............. 34,500円
●週4回5教科コース（各回90分）............. 36,000円

「シティライフを見た」で
・入塾金21600円⇒10800円
・授業料1か月半額
・自主教材用テキスト5教科無料！
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※システム管理費1家族 2,160円/月

※システム管理費・テキスト代込の料金です。

　藤井セミナーでは今年度、茨木西・福井・高
槻北・槻の木・三島などの出身者が関関同立
へ合格！大学受験で一番配点が高い英語と、
勉強が苦手でも暗記で点数がアップしやすい
日本史・世界史を強化し、偏差値40のお子様
でも関関同立へ合格できるようサポートしてく
れる。今年はセンター試験や同志社の日本史・
世界史で9割超え、関西大学の世界史で満点
の生徒も！学校の評定や模試の偏差値が悪く
ても今から始めれば逆転合格が可能だという。
入塾テストはなく、生徒に目が届くよう、各クラ
ス15名程度の少人数一斉指導。まずは入塾
説明会に参加を！詳細はホームページへ。

茨木西高、福井高、高槻北、槻の木高、
三島高から関関同立への合格者多数

藤井セミナー 高槻教室
高槻市高槻町13-25 サンコア高槻3F
※阪急高槻・JR高槻駅から徒歩4分
受／13時～21時（月～土）
2072-682-8660
HP : http://fsemi.co.jp/

特典 この記事持参で
入塾時の教材費無料 （3月末まで）

一斉指導 
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春期講習　受付開始！
3月29日～4月2日の5日間集中講座！
①文法基礎講座
②リーディング基礎講座
③社会春期講座
④論理エンジン（現代文基礎講座）

料金：各講座　15,000円
※3講座以上受講の方は5,000円OFF

　コーチ学習塾なら、受験対策から苦手分
野の復習まで、生徒一人ひとりの学力や目的
に合わせてしっかりと指導してくれる。「この分
野を徹底的に学習したい」「基礎からやり直
してほしい！」「学校の宿題をみてほしい！」「志
望校の傾向と対策だけやりたい！」など、あら
ゆる要望に応えてくれる頼れる塾だ。勉強し
たいけど家ではやる気が出ないというキミ、塾
を勉強部屋として利用してみてはどうだろう。
いつでも「無料体験授業」実施中！まずはお
気軽に最寄りの校舎にお問い合わせを。

「やる気にさせます、伸ばします」
勉強のやり方からていねいに指導

コーチ学習塾

個別指導
千里丘・吹田

摂津市千里丘1-10-15 
アネックスビル2F
JR千里丘駅から徒歩1分
受／月～金　15時～21時半

206-6380-5150

通常授業料
 小学生 中1・中2生 中学3年
週1回（月4回） 8,000円 9,000円 10,000円
週2回（月8回） 16,000円 18,000円 20,000円
週3回（月12回） 21,600円 25,200円 28,000円

※価格は全て税別表記 千里丘校
吹田市片山町1-6-23　
グランロゼビル3F
JR吹田駅から徒歩1分
受／月～土　15時～21時半

206-6337-4119

吹田駅前校

～受験をひかえた新中3生だけの特別コース～
〈新中3生 5科目まるごとコース〉
英語・数学・国語・理科・社会
全教科指導で28,000円/月（税別）

「シティライフを見た」で
　入会金 0円　初月授業料 0円

※3月末までの入会

万国博当時の出展施設であった「鉄
鋼館」を活用し、2010年3月に記念館
としてオープン。これまでの博覧会と
は違った規模、内容、盛況ぶりなど、そ
の凄さをあらゆる世代に知ってもらう
と共に、次世代へ語り継ぐ施設です。

EXPO'70パビリオンとは

東京でのプレイベントを経て、いよいよ開催！
大阪万博の記念館EXPO’70パビリオン企画展

時間／10時～17時（入館は16時30分まで）  水曜休館
料金／常設展示（大人200円、中学生以下無料） ※団体割引あり ※別途自然文化園入園料が必要
206-6877-4737

万博記念公園 自然文化園内

「The Legacy of EXPO’70　建築の記憶―大阪万博の建築」は
3月25日（土）から７月4日（火）まで開催致します。
観覧料　一般400円、中学生以下無料。
※別途自然文化園入園料が必要。

公式Facebookに「いいね！」しよう

　重く、巨大な構造物から、軽く、小さな、動
くものへと建築の在り方の転換を予測させ
た大阪万博。パビリオン建設には、実験劇
場さながらの創意工夫が重ねられることに
なります。構想段階の設計図や模型写真、
建設現場記録など、大阪万博会期の前・後
のプロセスを、これまで公開される機会の
少なかった資料を中心にご紹介します。

橋爪 紳也氏 大西若人氏

3/26（日） 14:00～16:00（開場13:30） 
EXPO’70パビリオン
橋爪紳也氏（大阪府立大学21世紀科学研究機構教授
　　　　　　  大阪府立大学観光産業戦略研究所長）
大西若人氏（朝日新聞編集委員）
80名
無料 ※要展覧会チケット
メールでの事前申込制、先着順
（申込期間2月25日～定員になり次第締切）
メール banpakuevent@bmkkc.or.jp

企画展開催記念 対談 「建築の記憶 ―大阪万博の建築」
日 時

登壇者

定 員
参加費
申込み

会 場

※件名に「3月26日大阪万博の建築参加希望」、
　本文に「氏名、フリガナ、電話番号」を明記ください。

CityLife
おすすめ情報

「この人に注目!」

「日本全国、女一人、弾き語りの旅」。
47都道府県をストリートライブツアーで周った
シンガーソングライター新菜ひかりさん

　雪の舞う1月15日、蛍池ルシオーレ。透
明感のあるのびやかな歌声を響かせてい
たのは、シンガーソングライターの新菜ひか
りさん。豊中生まれ、吹田在住の彼女は10
代の頃、地元大阪アイドルユニットで活動
後、2009年に単身上京し、独学のギター
で曲づくりをスタート。2010年から路上ライ
ブやオリジナル曲の発売など音楽活動を
続けてきた。そして2014年の4月から8月に
かけて、なんと日本全国47都道府県をたっ
た一人、ストリートライブツアーで制覇した
のだ。「九州とか四国では話しかけてくれる
人も多くて、東北の方たちはじっくりと聞い
てくれる感じ。県民性を体感できました
（笑）。商店街で夜に歌うこともあったので、
酔ってご機嫌な方がいたり、高知では駅前
なのに人が居なくて、それでも歌っていると
タクシーの運転手さんがわざわざ降りて聞
きに来てくださって『人おらんやろ?』って話

かけてくださったり。たくさんの素晴らしい出
会いがありました」と語る。
　昨年までは〝Hikari〟として活動してきた
が、2017年1月1日から心機一転、〝新菜ひ
かり〟として、地元北摂を中心に活動してい
くという。「昨年、万博公園でのステージに
立たせてもらった時、太陽の塔を眺めていた
ら、地元吹田のことを歌にしたいなって思っ
たので、今年はそれにチャレンジしたいです
!!」。まずはオフィシャルウェブサイトにアクセ
スしてその歌声を一度聞いてみて!

2016年12月　BEST ALBUM発売
 「Everything 」  3,000円
 Track List / 01.道 02.新しい自分 03.流れ星
04.夏の雨 05.Pride 06.色とりどりの糸
07.こぼれ落ちないように 08.思考回路
09.サヨナラ。 10.心の扉
11.メリーゴーランド 12.幸せのカタチ
13.色 14.ONLY STAR
15.チョコレート 16.笑ってたいねん
17.良い夢見てね。

ライブスケジュール　2017年3月28日（火）
大阪 梅田  「soap opera classics」に出演
 OPEN/18時半～ START/19時～
TICKET/前売り 2,500円 当日 3,000円（＋F&D1,100円）

CDの購入、ライブチケットのお求めは
「新菜ひかり OFFICIAL WEB SITE」で
http://www.hikari712.com

にいな

右上はJR徳島駅前のクレメントプラザ前で歌う新菜さん。


